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主　 催

お問合せ

「新しい東北」官民連携推進協議会（事務局：復興庁）

TEL：03-3401-1838　FAX：03-3404-1542
メール：info@humanmedia.co.jp
WEB：https://www.newtohoku.org/networkmeeting/index.html

「新しい東北」交流会事務局（株式会社ヒューマンメディア内）

仙台サンプラザ 2・3階

宮城県仙台市宮城野区榴岡 5-11-1
JR仙石線「榴ヶ岡駅」出入口　 より徒歩すぐ

会　場

東北の未来を
考えよう

「新しい東北」交流会令和元年度

藻谷 浩介氏
株式会社 日本総合研究所 主席研究員
株式会社 日本政策投資銀行 地域企画部 特任顧問
特定非営利活動法人 ComPus 地域経営支援ネットワーク 理事長

講 師

復興から地方創生へ～東北の魅力を生かしたまちづくり～

藻谷 浩介氏
モデレーター

佐藤 満氏
島根県雲南市
政策企画部 部長

三浦 まり江氏
特定非営利活動法人
陸前高田まちづくり
協働センター 理事長
（岩手県陸前高田市）

根岸 えま氏
ペンターン女子
（宮城県気仙沼市）

鈴木 賢治氏
株式会社 夜明け市場
代表取締役
（福島県いわき市）

パネリスト

未来の東北のためにできること

2.14
2020

（金）
10:00～18:00
（9:30 開場）

パネルディスカッション 15:45～16:55  定員 200名  クリスタルルーム

基調講演 15:00～15:40  定員 200名  クリスタルルーム

新しい東北　交流会

専用サイトで事前申込受付

参加無料
事前申込制
どなたでも
ご参加できます

正面出入口
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多彩なテーマで東北の未来を考えます！ 事前申込制

多様な主体と行政の協働による復興支援
活動の検証 ～中間支援機能を中心に～
経過報告＆ラウンドテーブル

調査報告・パネルディスカッション・グループディスカッション

10:00 ～ 13:00  定員 100 名 宮城野

被災地（東北）の未来に向けた
組織づくり×人づくり

講演・ワークショップ

「東日本大震災からの復興過程における中間支援機能」の在り方をテーマに、調査検
証事業の経過報告および２つのディスカッション（①全国の被災地・未災地と共に考
えるパネルディスカッション、②参加者と共に考えるラウンドテーブル）の実施を通し、
今後の中間支援機能の在り方を考えるとともに、ノウハウ共有・交流拡大を図ります。

調査検証経過報告
　株式会社三菱総合研究所 主席研究員 白戸 智氏
コーディネーター
　復興庁復興推進参与、一般財団法人ダイバーシティ研究所 代表理事 田村 太郎氏

12:30 ～ 13:40  定員 50 名 青 葉

小規模企業のための販路拡大支援
～地域経済の未来を拓こう～

セミナー・パネルディスカッション

全国的にも課題となっている小規模企業支援をテーマ
に、小規模企業支援の専門家による販路拡大ノウハウ
のセミナーと、実際に支援を行っている2つの商工会
議所を加えて、地域経済を活性化させるための今後の
支援の在り方についてディスカッションを行います。

講師・モデレーター
 販促ツール有限会社 営業設計コンサルタント 山田 英司氏

 大船渡商工会議所 企画総務部 主任 猪股 司氏
 いわき商工会議所 中小企業振興部 課長補佐 荒川 純氏

パネリスト

14:00 ～ 16:00  定員 100 名 宮城野

13:00 ～ 14:40

11:00 ～ 16:00

クリスタル
ルーム

2階・3階
ロビー

クラウドファンディングでもっと広がる！
東北の未来の可能性

事業説明・パネルディスカッション

クラウドファンディングの活用をテーマに、復興庁クラ
ウドファンディング支援事業の実施事業者のパネルディ
スカッションを通じて、東北の未来を考えます。展示ブー
スでは、本事業を活用したプロダクトの展示・試飲・試
食等を行う予定ですので、ぜひお立ち寄りください。

青 葉14:10 ～ 15:10  定員 50 名

男女共同参画の視点を生かして、
東北の未来を考える

基調講演・パネルディスカッション

東北の復興、新しいまちづくり・社会づくりを進める
うえで、男女共同参画の視点を生かすことは不可欠で
す。「新しい東北」を目指し、社会を変えるための課題
と、その解決への取組について意見交換を行います。

被災地で活動する事業者の取組をパネル
等で紹介。商品の試食や販売も行います。

青 葉15:25 ～ 16:55  定員 50 名

「新しい東北」復興・創生顕彰 顕彰式

「企業による産業復興事例」 顕彰式

顕彰受賞者による活動紹介

ブース出展

（3階）

（2階）

（2階）

（2階）

（3階）

特性の異なる地域で活動するパネリスト同士がディス
カッションを行い、住民による自治組織の現状と課題
をさまざまな観点から問題提起することで、地域づく
りに取り組む方々への気づきや学び・今後のアクショ
ンについて、共に考えます。

 一般社団法人葛力創造舎（福島県葛尾村）下枝 浩徳氏
 野蒜まちづくり協議会（宮城県東松島市）菅原 節郎氏 
 一般社団法人筆甫地区振興連絡協議会（宮城県丸森町）吉澤 武志氏 
 NPO 法人きらりよしじまネットワーク（山形県川西町）高橋 由和氏 

パネリスト

　NPO 法人神戸まちづくり研究所 理事長 野崎 隆一氏
　公益社団法人中越防災安全推進機構 業務執行理事 統括本部長 稲垣 文彦氏 
　NPO 法人くまもと災害ボランティア団体ネットワーク（KVOAD）代表理事 樋口 務氏 
　一般社団法人みちのく復興・地域デザインセンター 代表理事  木村 正樹氏　　
　東京災害ボランティアネットワーク 事務局長 福田 信章氏 
　NPO全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）理事 事務局長 明城 徹也氏 

パネリスト

各プログラム
事前申込受付

パネリスト
 東北にてクラウドファンディングを実施された
 事業者3名登壇予定

講師
 中央大学法学部 教授 広岡 守穂氏
　 「社会が変わるとはどういうことか？」

パネリスト
 NPO 法人イコールネット仙台 代表理事  宗片 恵美子氏
 NPO 法人石巻復興支援ネットワーク 代表理事  兼子 佳恵氏
 一般社団法人 SUMICA 副代表理事  植田 敦代氏


